
 

 

受入図書資料（222） 

(*)印は寄贈図書 

(-)印は移管図書 

 

 

[会計・監査] 

監査論 

盛田良久、蟹江 章、友杉芳正、長吉

眞一、山浦久司 編著 中央経済社(*) 

監査役の会計監査 基礎と実務 

麻野浅一 著 税務経理協会(*) 

BARRON'S 英文会計用語辞典  

堀内正博、佐々木洋和、濱田眞樹人 訳

プログレス(*) 

国際会計の潮流 類型学説を中心とした

各国会計関係論 

松井泰則 著 白桃書房(*) 

経済学における数量分析－利用と限界を

考える－ 

大塚勇一郎、菊池 進 編著 産業統計

研究社(*) 

制度変化の会計学 会計基準のコンバー

ジェンスを見すえて 

藤井秀樹 著 中央経済社(-) 

「経理・財務」＜物語＆基本バイブル＞  

金児 昭 編著、長岡和範 著 税務

経理協会(-) 

「経理・財務」<上級> 

金児 昭 著 日本経済新聞出版社

(-) 

透明性を高め、説明責任を果たす内部統

制とERM 

神林比洋雄 著 かんき出版(-) 

金庫株を利用した事業承継相続対策 [三

訂版] 

都井清史 著 税務研究会出版局(-) 

税理士のための中小企業の内部統制 

松嶋隆弘 著 ぎょうせい(-) 

「中小企業の会計に関する指針」ガイド

ブック （平成20年版） 

日本税理士会連合会 監修 近畿税理

士会調査研究部 編著 清文社(-) 

株式会社監査論 [第 4版] 

原 征士 著 白桃書房(-) 

財務諸表分析 [第 3版] 

桜井久勝 著 中央経済社 

新版 やさしい公益法人会計 

加古宜士、出塚清治 編著 公益法人

協会(-) 

新 公益法人会計の実務詳解 [第 2 版] 

移行のポイントから財務諸表の作成ま

で 

監査法人トーマツ パブリックインダ

ストリーグループ 編 中央経済社

(-) 

最新 使える・役立つ・よくわかる 勘定

科目の処理がすぐにできる事典 

陣川公平 著 日本実業出版社(-) 

企業間取引におけるオープンな取引基盤

の有効性 eマーケットプレイスとweb

サービスの相互活用のフレームワーク

の構築 

柳田義継 著 創成社(-) 

最新・会計処理ガイドブック （平成１8

年７月改定） 

吉野昌年 編著 清文社(-) 

 

[税務] 

租税条約と国内税法との交錯 

井上康一、仲谷栄一郎 著 商事法務

(-) 

 

[経営] 

経営承継法まるごとひとつかみ 

田中義幸著 新日本法規出版(*) 

多国籍企業の組織能力 日本のマザー工

場システム(-) 

山口隆英 著 白桃書房 

M&A 組織再編の実務 手続・人事労務・

会計・税務・事例研究(-) 

日本公認会計士協会東京会 編 清文

社(-) 

続・価値創造のリーダーシップ クオリ

ティマネジメントふたたび 

早川吉春 編著 致知出版社(-) 

 

[その他] 

公認会計士関係法規集（平成 20 年版） 

日本公認会計士協会 編 日本公認会

計士協会 

公認会計士業務資料集 東京 C.P.A. 別

冊23号 M&A 組織再編の実務～手続・

人事労務・会計・税務・事例研究～ 

日本公認会計士協会東京会 編・発行 

会社四季報（2008年 3集）夏号 

東洋経済新報社 編 東洋経済新報社 

日本経済新聞縮刷版（2008年 5月） 

日本経済新聞社 編・発行 

投資信託及び投資法人に関する法律 

資産の流動化に関する法律 

不動産特定共同事業法 

（以上3件、社団法人 不動産証券化協会

編・発行）(*) 

 

 [洋書] 

THE ACCOUNTING REVIEW Vol.83-3 (MAY 

2008) A Journal of The American 
Accounting Association(合冊製本) 

American Accounting Association 

編・発行 

 

 

 

 

学内機関誌から（222） 

-論題紹介- 

 

 

 

自己規制にとって代わるＳＯＸ法と内部

統制 戸田秀雄  経営学研究（愛知学

院大学）17巻 3号 

少数株主持分と会計基準の国際的収斂 

向 伊知郎 経営学研究（愛知学院大

学）17巻 3号 

繰延資産会計の日米比較 

増村紀子 大阪経大論集（大阪経済大

学）58巻 7号 

繰越欠損金に基づく繰延税金資産の資産

性 

清村英之 産業総合研究（沖縄国際大

学）16号 

減損会計における評価と配分問題につい

ての一考察 

鵜池幸雄 産業総合研究（沖縄国際大

学）16号 

国際会計基準審議会の公正価値測定に関

する予備的見解の分析－米国財務会計

基準ステートメトとの比較を通して－ 

小西範幸・藤原華絵 経済学雑誌（岡

山大学）40巻 1号 

会計基準の変更が業績評価会計に与える

影響の考察 －予算管理を行っている

事業部制組織を中心に－ 

東海林孝一 国学院経済学（国学院大

学）56巻 2号 

ＳＦＡＳ第158号の導入に伴う退職給付

会計基準の変更と証券市場への影響 

笠岡恵理子 商学論究（関西学院大学）

55巻 4号 

継続企業とリセット会計 

大野俊雄 経営学論集（神戸学院大学）

4巻2号 

コンバージェンスとＩＦＲＳ財務諸表体

系の新展開 

郡司 健 企業情報学研究（大阪学院

大学） 7巻 2号 

会計上の因果性概念 

船本修三 企業情報学研究（大阪学院

大学）7巻2号 

グローバル企業のマーケティング管理と

管理会計情報 

宮本寛爾 企業情報学研究（大阪学院

大学）7巻2号 

イギリス会計基準の構図（２） 

帯谷泰輔 企業情報学研究（大阪学院

大学）7巻3号 

会計政治化の本質に関する一考察 

船本修三 企業情報学研究（大阪学院

大学）7巻3号 

複式簿記会計への進化（Ⅲ）－17紀から

19世紀までの単式簿記と複式簿記－ 

土方 久 商学論集（西南学院大学） 

55巻 1号 

リース会計基準改正とニューアプローチ 

高橋 聡 商学論集（西南学院大学）

55巻 1号 

複式簿記会計の歴史と論理 －ドイツ簿



記の 16 世紀から複式簿記会計への進

化－ 

土方 久 商学論集（西南学院大学）

55巻 1号 

財務諸表の修正再表示に関する実証的研

究の動向 －米国株式市場に与えた影

響を中心として－ 

奥村雅史 早稲田商学（早稲田大学） 

416号 

リース会計基準の動向 

角ヶ谷典幸 経済学研究（九州大学）

74巻 5・6号 

国際会計の展望 

松井泰則 立教ビジネスレビュー（立

教大学）1号 

中国における証券市場の発展と会計基準

のグローバル化 

胡 丹 経済科学（名古屋大学）56巻

1号 

 


